白石市立福岡小学校 学校だより 「自ら学び

心豊かに

たくましく生きる子どもの育成」
令和４年
２月２５日
第１２号
（文責 教頭）

「はやね はやおき あさごはん」交通ルールを守りましょう！
（学校のホームページ

体育館通路前のロウバイの花が，ほのかな甘
い香りを漂わせています。雪の降る季節でも，

→

www.fukuoka-e.shiroishi-c.ed.jp/）

入賞おめでとう

他の樹木に先駆けて花を咲かせるその力強さ・
たくましさに感心させられます。
さて，令和 3 年度の教育活動も終盤となりま
した。コロナ禍の中，保護者の皆様に感染症対
策に御理解と御協力をいただきありがとうご
ざいます。子どもたちは学年のまとめの学習に
毎日一生懸命取り組んでいます。

生命（いのち）の安全教育の実践から

白刈地区書きぞめ展
【硬筆の部】
部長賞
１年 菅野
１年 髙子
２年 日下
３年 平林
４年 髙橋
５年 門馬
５年 木村

希望
拓海
悠大
優羽
史桜
実優
由衣

特選賞
６年 橋本 虹来
入選賞
１年 大浦 楓真
２年 島貫 琉奈
２年 戸田小羽寧
３年 菅野 悠輝
３年 岡本 妃乎
４年 齋藤 美結
４年 鈴木 心絆
５年 大山 一樹
６年 菊地 悠真
６年 泉川 未空

入賞者の皆さん
【毛筆の部】
部長賞
４年 島貫 惺那
特選賞
６年 橋本

虹来

入選賞
３年 平林
３年 石原
３年 柴田
４年 高橋
４年 髙橋
５年 門馬
５年 我妻
５年 村上
６年 日下
６年 澁谷

優羽
美愛
海晴
心春
史桜
実優
奏心
悠真
結愛
悠生

本校を含む福岡中学校区 3 校（福岡小，深谷
小，福岡中）では，文科省の指定を受けて「生

【防球ネットを撤去していただきました】

命（いのち）の安全教育」に取り組んでいます。
本校では，「心と体の距離感を知る」や「プ
ライベートゾーンを守る」などをテーマとし
て，自分が嫌だと感じた時どんな行動をすれば
よいのかを指導してきました。子どもたちは
「自分を大切にすること」「相談すること」の
大切さについて理解を深めていました。

2 月 11 日（金）に，5 年生の武田龍茉さんの
お父さんとおじいさんに，防球ネットを撤去して
いただきました。貴重なお休みの日に御協力いた
だき本当にありがとうございました。

３月の行事予定
※下校時刻変更，弁当の日があります。御確認をお願いいたします。
日にち

行

事

1 日（火）

下校時刻（目安）

卒業式合同練習① 学年末大掃除
一日入学準備 6 年生を送る会 Week
ボランティア感謝の会 Week
2 日（水） ＳＮＬ 学年末大掃除 一日入学
【１～3 年 4 校時限】SB13:30 14:45
3 日（木） ＳＮＬ 卒業式練習④ 図書ボラ
学年末大掃除 ＳＣ来校日 学校予算委
4 日（金） ＳＮＬ 卒業式合同練習② 学年末大掃除
体育館ワックスがけ（職員作業）
7 日（月） 代表委員会 学年末大掃除 廊下・階段ワッ
クスがけ（職員作業）
8 日（火） 朝会 卒業式合同練習③
9 日（水） こまくさ号
10 日（木） いじめゼロの日 図書ボラ 卒業式予行
【１～4 年 4 校時限】SB13:40 16:15
11 日（金） みやぎ鎮魂の日集会（オンライン）
【全校 5 校時限】
14 日（月） 卒業式練習 会計監査週間
15 日（火） 学校生活アンケート
16 日（水） 卒業式合同練習④
17 日（木） 図書ボラ 卒業式前日準備 SB13:40 14:45
【１～4 年,6 年４校時限 5 年 5 校時限】
18 日（金） 卒業式【１～4 年臨時休業】SB11:30
21 日（月） 春分の日
22 日（火） 給食最終日
23 日（水） 全校弁当日
24 日（木） 修了式【全校 3 校時限】 SB11:50
25 日（金） 学年末休業日（～31 日まで）
白石中一日入学
28 日（月） 福岡中一日入学
29 日（火） 離任式 SB10:10
＜４月の主な予定＞
1 日（金） 年度始休業日（～7 日）
8 日（金） 着任披露式 1 学期始業式
【全校 3 校時限】
11 日（月） 入学式【2～6 年臨時休業】
12 日（火） 1 年下校指導（～14 日まで）
13 日（水） 全校集会 視力検査（高）
14 日（木） 視力検査（中） 委員会
6 年こけし絵付け
15 日（金） 1 年給食開始 視力検査（低）
学校生活アンケート
18 日（月） 命を守る訓練 代表委

①②14:30 ③～⑥15:30

①～③13:15 ④～⑥14:30
①～④14:30 ⑤⑥15:30
①～③14:30 ④～⑥15:30
①13:30 ②～⑥14:30
①②14:30 ③～⑥15:30
①～⑥14:30
①～④13:15 ⑤⑥15:30
①～⑥14:30
①13:30 ②～⑥14:30
①②14:30 ③～⑥15:30
①～⑥14:30
①～④,⑥13:15 ⑤14:30
⑤11:00 ⑥11:45
①②14:30 ③～⑥15:30
①～⑤14:30
①～⑤11:40

①～⑥10:00

19 日（火） 全国学力・学習状況調査（6 年）
1 年生を迎える会 Week
20 日（水） 身体計測（高）
21 日（木） 身体計測（中）
22 日（金） 身体計測（低）
23 日（土） 地区別学習参観，懇談会
25 日（月） 聴力検査（2，3 年）交通安全教室
26 日（火） 聴力検査（1，5 年）
27 日（水） 市学力調査（２～6 年）
28 日（木） クラブ

